
平成 27年度第 1回教育委員会定例会会議録

1 日  時  平成 27年 4月 24日 午後 1時 58分
2 場  所  矢巾町役場 2-2会議室

3 出席委員

委 員 長    松 尾 光 則

委員長職務代理者   種 田   勝

委   員      小野寺 由美子

委   員      関 村 昭 子

教 育 長     越   秀 敏

4 説明のために出席 した職員

学務課長       立 花 常 喜

社会教育課長     山 本   功

共同調理場次長    佐々木 順 子

学務課長補佐     田 村 英 典

5 開  会  午後 1時 58分、平成 27年度第 1回教育委員会定例会を開催する旨

を宣した。

6 委員点呼  委員全員の出席を確認 し、会議が成立する旨述べた。

7 会期の決定 4月 24日 の一日と決定する。

8 委員長等選挙

委員長     それでは4 委員長等選挙に入 ります。

矢巾町教育委員会会議規則第6条により委員長選挙を行います。委員

長は教育長を除く委員の中から互選により選出されます。単記無記名投

票か、委員に異議がないときは、指名推薦方法を用いることができます。

なお、指名推薦方法の場合、委員全員の同意があつた者をもつて当選

人とすることになります。どのような方法で進めたらよろしいでしょう

か 。

小野寺委員   選挙の方法は、指名推薦とし、私にその指名権を与えていただきたい

ので、お諮り願います。

委員長     ただ今、小野寺委員から、選挙の方法は指名推薦としtその指名権は

小野寺委員に与えて欲しい旨、発言がありましたが、よろしいでしょう

か 。

〈全員異議なしの声〉

委員長     それでは、選挙の方法は指名推薦とし、指名権を小野寺委員に与えま

す。

小野寺委員   松尾委員長を委員長に再任推薦いたします。

〈全員異議なしの声〉

委員長     それでは、ご指名をいただきましたので委員長をお受けいたします。

引き受けた以上は誠意をもつてがんばりたいと思います。



学務課長    次に、(2)委員長職務代理者の指定についてです。進行を松尾委員

長お願いします。

委員長     矢巾町教育委員会会議規則第 7条により委員長職務代理者の指定を

行います。指定の方法につきましては、委員長選と同様に、単記無記名

投票か、委員に異議がないときは、指名推薦方法を用いることができま

す。なお、指名推薦方法の場合、委員全員の同意があつた者をもつて指

定することになります。どのような方法で進めたらよろしいでしょう力濾

小野寺委員   委員長選と同様に、指定の方法は指名推薦とし、私にその指名権を与

えていただきたいのでお諮 り願います。

委員長     ただいま小野寺委員から、委員長選と同様に指定の方法は指名推薦 と

し、その指名権を小野寺委員に与えて欲 しい旨、発言がありましたがよ

ろしいでしょうか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     それでは、指定の方法は指名推薦 としご指名権を小野寺委員に与えま

す 。

小野寺委員   種田委員を推薦いたします。

〈全員異議なしの声〉

委員長     それでは、委員長職務代理者に種田委員が指定されました。よろしく

お願いいたします。

種田委員    よろしくお願いいたします。

委員長     次に、(3)議席の指定に入 ります。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    矢巾町教育委員会会議規則第4条に基づき、議席を決定いたします。

委員長を1番、教育長を5番 といたしますので、3人の委員にはくじを

引いていただきます。なお、くじを引く順番は議場に到着 した順番とな

りますので、種田委員、関村委員、小野寺委員の順にお願いします。

〈3人の委員がくじを引く〉

田村補佐    それでは、くじの結果、議席は 1番松尾委員長、2番小野寺委員、3

番関村委員、4番種田委員、5番越教育長に決定いたします。

委員長     以上で議席の決定を終わります。

9報 告

委員長     それでは、5 報告に入 ります。はじめに、報告第 1号 「平成 27年
度矢巾町学校教育推進計画について」、事務局より説明をお願いします。

学務課長    別紙資料に基づき説明する。

委員長     昨年度と大きく変わつたところはあるか。

教育長     ありません。

委員長     報告第 1号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

(全員なしの声〉



委員長     次に、報告第 2号 「平成 27年度矢巾町社会教育計画について」、事

務局より説明をお願いします。

社会教育課長  別紙資料に基づき説明する。

委員長     今年度は 5年計画の何年 目か。

学務課長    4年 目になります。

委員長     報告第 2号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

(全員なしの声〉

委員長     次に、報告第 3号 「矢巾町教育委員会の活動報告について」、事務局

より説明をお願いします。

田村補佐    別紙資料に基づき説明する。

委員長     報告第3号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

10 議 事

委員長     それでは、6 議事に入 ります。はじめに、議案第 1号 「矢巾町社会

教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について」を議題といたしま

す。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    別紙資料に基づき朗読する。

社会教育課長  別紙資料に基づき説明する。

N014の沼田けさ子さん、ヽ15の高野美恵子さん、ヽ17の上杉則篤さ

ん、N018の佐々木絵梨子さんが新任 となります。

委員長     議案第 1号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第 1号「矢巾町社会教育委員及び

公民館運営審議会委員の委嘱についてJは、原案のとお り承認すること

にご異議ございませんか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第 1号は原案のとお り承認する

ことに決定いたしました。

委員長     次に、議案第 2号「矢巾町文化財調査委員の委嘱について」を議題 と

いたします。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    別紙資料に基づき朗読する。

社会教育課長  別紙資料に基づき説明する。

委員長     議案第 2号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

種田職務代理者 会議は定期的に開催されるものか。文化財の指定のときのみ開催され

るものか。

社会教育課長  年に一度は会議を開催 し、事業計画等について説明してお ります し、

もちろん文化財の指定の際にも会議を開催 してお ります。



委員長     議案第 2号について、他に何かご意見、ご質問等ございませんか。

(全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第 2号 「矢巾町文化財調査委員の

委嘱について」は、原案のとお り承認することにご異議ございませんか。

(全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第 2号は、原案のとお り承認す

ることに決定いたしました。

委員長     次に、議案第 3号「矢巾町歴史民俗資料館運営審議会委員の委嘱につ

いて」を議題 といたします。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    別紙資料に基づき朗読する。

社会教育課長  別紙資料に基づき説明する。

委員長     議案第 3号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第 3号「矢巾町歴史民俗資料館運

営審議会委員の委嘱について」は、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第 3号は、原案のとお り承認す

ることに決定いたしました。

委員長     次に、議案第4号「矢巾町体育振興委員の委嘱について」を議題 とい

たします。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    資料に基づき朗読する。

社会教育課長  資料に基づき説明する。

委員長     議案第4号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第4号「矢巾町体育振興委員の委

嘱について」は、原案のとお り承認することにご異議ございませんか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第4号は、原案のとお り承認す

ることに決定いたしました。

委員長     次に、議案第 5号 「矢巾町文化会館運営委員会委員の委嘱について」

を議題 といたします。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    資料に基づき朗読する。

社会教育課長  資料に基づき説明する。

委員長     議案第 5号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第 5号 「矢巾町文化会館運営委員



会委員の委嘱についてJは、原案のとお り承認することにご異議ござい

ませんか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第 5号は、原案のとお り承認す

ることに決定いたしました。

委員長     次に、議案第6号 「矢中町スポーツ推進審議会委員の委嘱について」

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

田村補佐    資料に基づき朗読する。

社会教育課長  資料に基づき説明する。

委員長     議案第6号について、何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、お諮 りいたします。議案第 6号「矢巾町スポーツ推進審議

会委員の委嘱について」は、原案のとお り承認することにご異議ござい

ませんか。

〈全員異議なしの声〉

委員長     ご異議なしと認めます。よって、議案第6号は、原案のとお り承認す

ることに決定いたしました。

委員長     以上で議事を終了します。

11 その他

委員長     7 その他に入 ります。報告 (1)町内小中学校における事故・問題

行動等の発生状況について、事務局より説明をお願いします。

学務課長    別紙資料に基づき、平成 26年度の状況について説明する。

委員長     現在の欠席・不登校の状況はどうか。

教育長     町内出身の方は重症の傾向にある。家庭もうまくいつていないところ

が多い。

委員長     大変だと思 うが、教育長から学校へ指導いただき、不登校児童生徒が

減るようにお願いしたい。

委員長     報告 (1)に ついて、他に何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     次に、報告 (2)社会教育課関係事業について、事務局より説明をお

願いします。

社会教育課長  別紙資料に基づき説明する。

委員長     婚活事業の成果はあがつているのか。

小野寺委員   後追いして調べていないのでわからない。

委員長     報告 (2)について、他に何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉



委員長     次に、報告 (3)学校給食共同調理場運営状況について、事務局より

説明をお願いします。

佐々木次長   別紙資料に基づき説明する。

委員長     給食費の収入率は9998%と なっているが、人数にするとどのくらい

か 。

社会教育課長  4人 で4世帯となつています。

委員長     努力に感謝する。

委員長     報告 (3)について、他に何かご意見、ご質問等ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     次に、行事予定について、事務局より説明をお願いします。

田村補佐    別紙資料に基づき説明する。

関村委員    5月 25日 の教育委員会議は14時からとなっているが、通常は15
時から行つているが、その日は 14時からか。

田村補佐    確認いたします。

委員長     その他ございませんか。

〈全員なしの声〉

委員長     それでは、以上をもつて本 日の会議を終了いたします。

(午後 3時)

以上、会議の大要を記録 しここに署名する。

平成27年 3月 2,日
矢巾町教育委員会
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